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県内１３市の市政の推進につきましては、かねてより 

格別のご高配とご協力を賜り厚く御礼を申し上げます。 

住民や地域により近い私たち基礎自治体には、地方財政

が大変厳しい状況にある中で、人口急減・超高齢化という

大きな課題をはじめ、環境問題、雇用問題、地域経済の活

性化などの諸課題を抱えながら、住民の多様なニーズに的

確に応え、安全・安心かつ個性豊かで活力あるまちづくり

を進めることが強く求められています。 

つきましては、厳しい行財政の状況下ではございますが、

住民に身近な行政を担う基礎自治体の事情を十分にご賢察

いただき、次の事項について特段のご配慮を賜りますよう

お願い申し上げます。 
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（第１）都市財政の拡充強化に関する提言について 
 

都市財政を拡充強化し、都市自治体が責任をもって自立した行財政運営を進める

ため、次の事項について特段の措置を講じるよう国へ強く働きかけるとともに、積

極的な措置を講じるよう強く要請する。 

 

１.都市財政の充実強化について 

（１）地方税の充実強化による地方分権の推進について 

① 地方分権を推進するため、国と地方の税源配分を国と地方の役割分担に見合っ

た形で見直すことにより、地方税中心の歳入構造を確立すること。 

② 税源の偏在が小さく安定性を備えた地方税体系を構築するため、地方消費税

の充実・強化を確実に実行し、消費税・地方消費税率１０％引き上げの延期が

社会保障の充実に影響を与えないよう国の責任において、必要な財源を確保す

ること。 

また、地方法人課税の偏在是正については、地方法人税の創設及び法人住民

税法人税割の税率引き下げによる効果の十分な検証を行うこと。 

さらに、地方税制の改正に際しては、地方自治体の意見を聞くとともに、減

収分については、代替財源を確保するなど、地方自治体の歳入に影響を与えな

いようにすること。 

  なお、平成２７年度税制改正において、ふるさと納税ワンストップ特例が創

設され、寄附者の申告手続きの簡素化が図られているが、この措置において、

国税からの控除分を地方自治体が負担する仕組みとなっていることから、国に

おいて補填すること。 

③ ゴルフ場利用税については、その税収の７割が交付金としてゴルフ場所在市

町村に交付されており、関係市町村にとっては貴重な財源となっていることか

ら、厳しい地方自治体の財政状況を踏まえ、その現行制度を堅持すること 

（資料 1-1参照） 

 

④ 固定資産税は、市町村税収の太宗を占める重要な基幹税目であり、市町村の

行政サービスを支えるうえで不可欠なものとなっていることから、引き続き、

その安定的確保を図ること。とりわけ、償却資産に対する課税については、国

の経済対策等の観点からの見直しは、制度の根幹を揺るがすこととなることか

ら、断じて行うべきではなく、現行制度を堅持すること。 

（資料 1-1参照） 

 



⑤ 平成１９年度からの税源移譲においては、普通交付税の基準財政収入額の算定

にあたり、当面の措置として税源移譲に伴う影響額を１００％算入することとな

っているが、制度開始から５年以上が経過していることから、本来の地方税とし

ての取り扱いである７５％算入を行うこと。 

さらには、税源移譲相当額の積算にあたっては、平成１１年度の最高税率の引

き下げ等の税制改正の影響分を控除するなど、地方の負担を軽減する措置を講じ

ること。 

 

（２）地方交付税の総額確保について 

① 地方交付税総額の算出基礎となる地方財政計画について、平成２７年度から、

まち・ひと・しごと創生事業費のなどが創設される一方、「歳出特別枠」が減額

されるなどの見直しが行われているが、見直しにあたっては、地方税収や経済

動向を踏まえた上で、所要の財源を措置すること。 

② 地方交付税率について、平成２７年度には酒税の率を引き上げ、たばこ税を除

外するなどの見直しが行われているが、地方の必要な施策を行うために要する財

政需要を的確に措置し、地方交付税の所要額を充実確保するとともに、地方交付

税の算定にあたっては多くの離島や半島を抱えるという本県の特殊性を十分考慮

したものとすること。 

③ 国から地方への税源移譲に伴う税源偏在による地方自治体間の財政力格差是正

と一定の行政水準を確保するために、地方交付税の持つ財源調整と財源保障の両

機能を強化するとともに地方の財政需要に見合う総額の安定的確保を図ること。

また、地方交付税の振替として発行している臨時財政対策債は、平成２７年度

は大幅に抑制されているが、負担の地方への転嫁や後年度への先送りにつなが

っているため、恒常的に生じている地方財源不足額への対応については、臨時

財政対策債によることなく、地方交付税の法定率の見直しなどにより、その解

消を図ること。 

④ 行財政改革等により実施される公営施設の民間移譲に対しては、病院事業にお

ける病床削減時の既存交付税措置の５年間継続の取扱いに準じ、民間移譲後一定

期間における普通交付税措置の延長について特例的に認めること。 

 

（３）国庫補助負担金の見直し等について  

① 国の財政再建のための補助負担率の引き下げや、適正な額の税源移譲を伴わな

い国庫補助負担金の廃止・縮減は行わないこと。また、平成２７年度は社会資本

整備総合交付金等の国庫補助金の内示率が極端に低い事業もあったことから、

地域に必要な道路・公園・漁港、市街地再開発などの基盤整備を着実に実施す



るため、事業計画に計上されている所要の財源を確保すること。 

② 国庫補助負担金の見直しや新制度の創設にあたっては、「国と地方の協議の

場」を活用するなどして、地方の意見を十分反映させること。 

③ 東日本大震災被災地の復旧、復興事業については、財政措置を含め十分な対策

を講じるとともに、被災地以外の各自治体に対する国庫補助負担金の配分につい

ても、必要な公共事業の執行に支障が生じないよう留意すること。 

④ 障害福祉のうち地域生活支援事業などについては、超過負担が生じているこ

とから、地方自治体の財政運営に支障をきたしており、これらの国庫補助負担

金の超過負担をすみやかに解消すること。 

 また、現在進められている幼児教育の無償化については、国が責任を持って

財源を確保すること。 

⑤ 国の政策に基づく新たな財政需要については、必要なものは普通交付税の措

置ではなく、明確に国庫補助負担金により措置すること。 

 

（４）県単独補助金等の見直しについて 

   長崎県は、中期財政見通しを踏まえたさらなる収支改善対策の中で県単独補

助金等の見直しを行うこととしているが、県内市町においては、厳しい財政状

況の中、人口減尐対策をはじめとした地方創生の取り組みを進めているところ

であり、長崎県の財政健全化を目的として、一方的に補助金が削減されれば、

住民生活に与える影響が大きい。 

また、その負担が市町に転嫁される恐れもあることから、補助金の見直しに

ついては、関係団体等や市町と十分に協議の上、進めること。 

なお、一部の補助金で実施されている財政力指数による補助率格差について

は撤廃すること。 

 

２.条件不利地域における超高速ブロードバンド整備の実現につ

いて 

すべての世帯で超高速ブロードバンドサービスが利用可能となるよう、条件不

利地域における超高速ブロードバンド整備について、従来の補助制度に加え、民

間通信業者による基盤整備を促進する財政及び技術的な支援措置並びに維持管理

に対する支援措置を講じること。 

 

３.浄化槽設置整備事業における財政支援制度の拡充について 

  浄化槽設置整備事業が生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与するという大

きな目的を担っていることに鑑み、住民の要望に応えていくために、必要な財源を



確保するよう国に働きかけるとともに、現行の県補助額の上乗せ並びに、現在５０

人槽までとなっている補助対象を、国の制度と同じく５１人槽以上の大型浄化槽の

設置まで拡大することや、維持管理費に対しても補助制度の拡充を行うこと。 

（資料 1-2参照） 

 

４.公共下水道への財政措置の拡大について 

（１）公共下水道事業への財源確保について 

下水道事業の計画的な普及拡大・整備促進を図るとともに、老朽化する下水道

施設の耐震化や改築・更新等を促進し、事業運営に支障が生じないよう、必要な

財政措置を国に求めること。 

 

（２）下水道施設への接続率向上について  

下水処理施設等の整備が年々進められ下水道事業の普及が進んでいる中、施

設の適正な維持管理を図る上で利用者の接続率の向上は重要な課題である。 

国の社会資本整備総合交付金の効果促進事業では、加入促進事業等への充当

が可能とされているが、普及率が低い自治体においては施設整備を優先する必

要があり、また普及が進んだ自治体においても、施設の耐震化や改築・更新が

必要となるため、加入促進に対する財源を確保することが困難であることから、

接続率の向上を図るための財政支援措置の拡充を講じるよう、国に働きかける

こと。 

 

（資料 1-3参照） 

５.廃棄物処理対策の強化について 

（１）廃棄物処理施設等について 

① 一般廃棄物処理施設の解体撤去工事費については、解体のみの場合も交付金の

対象とするよう国へ働きかけること。また、施設の解体については、県単独補助

として実施すること。あわせて、し尿処理施設の解体撤去工事においても、同様

の対象とすること。 

② 一般廃棄物処理施設の整備に係る循環型社会形成推進交付金については、交付

金の不足が生じると厳しい財政に多大な影響を与え、施設整備の遅滞等により適

正な廃棄物処理が行えない事態に陥ることさえ懸念されることから、地方公共団

体の健全な財政運営及び適正な廃棄物処理事業の執行のため、予算確保及び制度

の安定化について、国へ働きかけること。 

 

（２）容器包装リサイクル法について 



① 容器包装廃棄物発生抑制の一環として、使い捨て容器の製造・販売を規制する

法令整備及び再利用可能な容器、いわゆるリターナブル容器の使用・回収が確実

に行われるデポジット制度の法制化を早期に実施するよう国に求めること。 

② 拡大生産者責任に基づいて、市町村と特定事業者との費用負担及び役割分担を

見直すことにより、容器包装廃棄物に係る回収から再商品化における費用の事業

者負担を義務付けることとし、その義務付けが実現するまでの間、自治体におい

て負担している分別収集事務事業に要する人件費、車両、処理負担金等の経費に

対する財政支援措置を講じるよう国に求めること。 

③ 分別収集から再商品化に係る事務事業経費の増大が市町村の財政負担の増大

を招いていることから、分別収集事務事業に要する経費及びリサイクル推進のた

めの施設の増設・改造に対する国庫補助の見直し等、財政措置の充実を図るよう

国に求めること。 

 

（３）家電リサイクル法について 

① 特定家庭用機器再商品化法の対象となる家電製品の販売価格について、あらか

じめ回収やリサイクルにかかる費用を含める制度とすることとし、その制度が確

立されるまでの間、収集運搬料については、全国基準額を定め、離島地区の負担

増等に対しては助成措置を講じるよう国に求めること。 

② 法令で定める家電４品目のうち、テレビ受信機に液晶式及びプラズマ式テレビ

並びに衣類乾燥機が加えられたが、電子レンジ等の大型・重量家電品についても

対象品目とするよう国に求めること。 

③ 指定引取場所の設置に際しては、離島地区を含め、すべての市町村に設置する

など適正な配置を行うよう国に求めること。 

④ 不法投棄については、国・事業者の責任により啓発を行うなど防止対策の徹底

を図るとともに、不法投棄が生じた場合の費用については、全額製造業者等の負

担となるような制度とするよう国に求めること。 

 

（４）ごみの広域処理について 

ごみの広域処理については、平成１１年３月策定（平成２１年７月改定）の「長

崎県ごみ処理広域化計画」に基づき進められているが、資源化については、具体

的な計画が示されていない。 

ついては、官民一体となった効率的なリサイクルシステムの構築のために、県

においては、容器包装リサイクル法への対応をはじめとした資源リサイクルの広

域化について、市町村間の具体的な調整や方向性の明示を行うこと。 

 



（５） 小型家電リサイクル法について 

①  小型家電リサイクル制度導入に伴って自治体に新たな財政負担が生じるとき

は、国において財源を確保し、その全額を負担するよう国に求めること。 

②  小型家電リサイクル制度を円滑に実施するため、市民や自治体に混乱を生じさ

せることのないよう、国の責任と負担において必要な対策を講じるよう国に求め

ること。 

 

６.海岸漂着物対策の財政支援措置について 

（１）財政支援の継続について 

海岸漂着物処理推進法第２９条に規定する「離島地域の処理経費に対する特

別の配慮を行う」に基づき、海岸漂着物処理については、補助率１０分の１０

の全額国費により賄われていたが、今般の「海岸漂着物等地域対策推進事業」

では、漂流ごみ・海底ごみの回収処理について、新たに補助対象に加えられた

ものの、その補助率が引き下げられた。 

よって、「海岸漂着物等地域対策推進事業」についても、従前の補助率１０分

の１０に戻し、全額国費による対応とすること。 

 

（２）支援措置の拡充について 

海岸漂着物の効率的な処理を行うため、必要な処理施設の整備に対する支援措

置の拡充を図るとともに、技術開発に関する支援措置を講じることを国に働きか

けること。 

 （資料 1-4 参照） 

 

７.治水事業に対する財政措置等について 

（１）河川の定期的な除草及び浚渫について 

国が管理する河川及び県が管理する河川内の堆積物や草木による通水阻害に対

する住民の不安意識は高く、また、河川内の草木に寄生する害虫の発生など生活

環境への悪影響などが懸念されていることから、治水事業の一環として県管理河

川の定期的な除草や浚渫を要請する。 

 

（２）治水事業に係る財政支援について 

自治体が実施する河川浚渫事業については、国の補助事業や起債事業の制度が

なく、自治体の自主財源のみで実施しているが、財政基盤が脆弱なため、目的達

成には程遠い現状であることから、河川浚渫事業に対する財政措置を講じるとと

もに、防災の観点からの治水事業全般に係る財政措置の拡充について国へ働きか



けるよう要請する。 

（資料 1-5 参照） 

 

８. 地方バス路線維持対策について 

（１）補助要件の緩和について 

平成２３年度からの国の改正補助制度では、大幅な補助要件の緩和がなされて

いることから、現在の県単独補助制度についても、県内の乗り合いバスの状況を

踏まえつつ、キロ程１０ｋｍ以上、収益率２０分の１１の廃止等の補助要件の緩

和に加え、年々厳しくなっている輸送人員についての緩和も行うなど、必要に応

じて制度の見直しを図り、より実効性のある制度となるよう対応すること。 

 

（２）生活交通路線の維持・確保について 

   同一行政区域を運行する生活交通路線の維持・確保について、市が維持すべき

と判断した路線の維持費用について助成すること。 

 

（３）路線撤退後の輸送手段の確保について 

路線撤退後の輸送手段の確保にあたり、路線の再編やコミュニティバスをはじ

めスクールバス、福祉バスとの統合など、市の工夫のもとに路線の維持が図られ

ている場合は、運行の実態に即し、その維持費用について助成すること。 

 

（４）県営バス路線廃止の申し入れについて 

   県営バス路線廃止の申し入れに対しては、地域住民の生活交通路線の維持・確

保を前提とすること。 

 

（５）車両購入補助等の支援について 

   国県補助路線以外の生活交通路線に対しても車両購入補助等の支援制度を設け

ること。 

 

（６）路線の維持費用の助成について 

県民にとって必要不可欠な交通サービスを維持するため、主要施設等を経由す

る路線の維持・確保を図り、路線の維持費用について助成すること。 

 

（７）地域内フィーダー系統路線への支援について 

地域内フィーダー系統路線に対して運行費補助等の支援制度を設けること。 

 



（８）バリアフリー化車両の導入について 

バリアフリー化車両の導入について、積極的な支援を行うこと。 

（資料 1-6 参照） 

 

９. 自然災害等対策事業に対する財源確保について 

（１）急傾斜地崩壊対策事業について 

災害防止のため急傾斜地崩壊防止工事の実施、さらには、土砂災害防止法に基

づく災害警戒区域等の指定と警戒避難体制づくりといったソフト面での対策も

進めているが、危険箇所数が多いため、いまだ十分とはいえない状況にある。 

国においては、社会資本整備重点計画に基づき重点的かつ効果的に事業を進め

ることとされているが、急傾斜地崩壊対策事業の推進を図り、がけ崩れの災害か

ら国民の生命・財産を守るために、県においては、必要な財源措置について国へ

働きかけ、事業量及び財源の確保を図るとともに、県下市町の逼迫した財政状況

に配慮し、市町の地元負担率を低減すること。 

（資料 1-7 参照） 

（２）海岸保全施設などの整備・復旧について 

本県は、多くの海岸線を抱えるという地理的条件により、台風等の自然災害に

より海岸保全施設への被害が頻発している。特に離島部及び海岸沿いの低地に居

住する住民は、高潮や波浪による浸水被害に、日々不安を覚えながら生活してい

る状況にある。 

ついては、「安心して暮らせるまち」の実現は、最も基本的かつ優先して実現さ

れるべき課題であるので、県において十分な事業費の確保と迅速な対策事業を実

施すること。 

 

10. 離島航路事業補助における財政支援の拡充について 

県においては、離島地域等交流促進基盤強化事業を展開しているところではある

が、基幹航路以外の離島航路についても、適用できるよう十分な検討を行い、離島

住民に対して旅客運賃の割引を行う場合は、ＪＲ等本土交通機関を比較基準に見直

し、財政支援等について拡充すること。また、本土離島間における貨物輸送運賃の

低廉化を図る施策を検討するなど、財政支援措置を講じること。 

              （資料 1-8 参照） 

11.半島航路の維持・確保について 

県においては、半島航路の安定的な運航の確保を図るため、次の事項について、国

への働きかけと併せて積極的な措置を講じるよう強く要請する。 

（１）価格競争力を維持するための公的支援措置の実施 



（２）船舶の燃料効率の改善など経営基盤の強化策の実施 

（３）貨物や人の輸送手段の転換を図ることを促進するための施策の充実                                  

（４）観光需要、交流人口の拡大等活性化に資する施策の拡充 

（資料 1-9 参照） 

 

 

12. 公共工事等のインフレスライド条項及び特例措置適用時における国

庫補助申請の配慮について 

   最近の公共工事等における賃金、資材の高騰により、国は、平成２７年２月１

日から新労務単価等を適用し、公共工事標準請負約款第２５条第６項に定めるイ

ンフレスライド条項及び特例措置を直轄工事において運用しているため、市町に

おいても同様の措置を講じるよう要請がなされている。市町の建設工事等には、

県補助金や地方債を活用して実施しているものがあることから、インフレスライ

ド条項及び特例措置を適用する案件については、応分の補助等の措置を行うこと。 

 

13. 実態に即した選挙に係る交付金の交付について 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正が行われたが、期日

前投票所における従事者数等、実務を行う市町村の実状に合った基準とはなってい

ないことから、県の選挙においては、不足額が生じないよう実態に即した交付を行

うこと。 

また、国に対して、市町村の執行実態の調査のうえ、実状に見合った基準を定め

る等の働きかけを行うこと。 

（資料 1-10参照） 

 

 

14．国指定・選定の文化財の保存等にかかる財政支援について 

  国指定・選定の文化財について、万全の保護を実行するため、保存修理・整備や

防災事業に対する国の助成措置を受けた事業に対し、長崎県の「指定文化財補助金」

の制度に沿って、市町等への補助金を確実に確保するとともに、一般財源の負担軽

減のため、国に対し有利な地方債制度の創設を実現するよう働きかけること。 

  

15. 市街地再開発事業に対する財政支援措置について 

市街地再開発事業は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更

新を図るとともに、耐震性・耐火性に劣る老朽建築物の建替促進にもつながるもの

で、都市の再生にあたり非常に効果の高い取り組みであることから、安全で快適な



生活環境の実現、都市活力の維持・向上及び県全体の経済浮揚の観点から、必要な

財源の確保を国に働きかけるとともに、県においては、事業の採択要件・補助金の

算定方法等について、国の要綱に準じた取扱いを行い、地方自治体負担分について

は事業の基礎額を国の要綱に基づき割増した場合も含め県・市同額とし、住宅専用

となる共同施設整備費を補助対象とすること。 

 

16．空き家再生等推進事業の支援について 

  都市問題となっている放置された老朽危険空き家については、各市町においては

国の空き家再生等推進事業を活用し、老朽危険空き家の除却に要する経費の一部を

助成し対応している。このことにより、空き家の除却等に一定の成果を得ているが、

老朽危険空家は増加傾向にあり、限られた予算の範囲内で全ての除却を実施するこ

とは、困難な状況となっている。 

このような中、本年５月２６日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全

面施行され、この中で、適切な管理が行われていない空家等に関する施策を総合的

かつ計画的に推進することにより、地域住民の生活環境の保全、空き家の活用促進

等を行うこととされており、そのために国や県は空家等対策計画に基づく対策の実

施について必要な財政上の措置を講ずることとなっている。 

現在、各市町においては、特別措置法に基づく空家対策計画の策定に向けた取組

みを行っているが、今後、増加が見込まれる老朽危険空き家等を適正に除却し、地

域住民の生命・財産を保護し、生活環境の保全を図るためには、特別措置法に基づ

く県の財政上の措置が不可欠である。 

このことから、県においては空家対策計画策定後に講ずることとされている空き

家再生等推進事業への補助制度を前倒して創設し、財政措置を図ること。 

 





























（第２）合併市町村への支援策の充実に関する提言について 

 

 合併市町村における円滑な行政運営と計画的な地域振興を図るため、次の事項に

ついて特段の措置を講じるよう国に働きかけることを強く要請する。 

    （資料 2-1参照） 

 

１.合併特例債の充当範囲の拡充について 

合併特例債については、今後ますます増嵩する公共施設の維持補修費等、地域

の実情に応じた幅広い活用ができるよう、充当範囲の拡大を図ること。 

併せて、合併特例債を財源とした基金については、総務省通知により償還が終

了した範囲内での取り崩しが可能となっているが、特定目的基金の有効活用の観

点から、合併団体の財政需要に応じた柔軟な対応を図ること。 

                        

２.合併算定替に替わる新たな財政支援措置について 

合併算定替に替わる新たな以下の財政支援措置を講じること。 

（１）平成の合併により広域化した市町の財政需要については、 

市町村の実情を考慮し、支所に係る経費や、消防費・清掃費等の算定方法の見

直しがなされ、平成２８年度以降は、保健衛生費、小中学校費、徴税費等につ

いても、人口密度等による需要の割増しが措置されることが示されているが、

今後、具体的な制度設計を行っていく中で、合併市町特有の実態を十分に踏ま

えた普通交付税の算定方法の見直しを行うこと。 

   特に、合併団体であるが故に削減できない財政需要や新たな財政需要に対応

したきめ細かい補正を創設すること。 

 

（２）一島一町村との合併については、財政面における合併効果のひとつである生

活関連施設（ごみ処理施設、火葬場など）の統廃合が不可能であることや、住

民の安全な暮らしを守るため、恒久的に提供すべき行政サービス（医療、消防

など）に係る経費が必要である。 

一島完結での行政サービス提供が継続できるよう、引き続き「人口密度等に

よる需要の割増し」において、行政需要に見合った補正を創設すること。 













（第３）国民健康保険制度に関する提言について 

 

国民健康保険制度の健全な運営を図るため、県においては、制度改正に伴う臨時

的財政負担等への支援が可能となるよう、新たな財政措置を講じること。 

また、平成２７年５月２９日に公布された「持続可能な医療保険制度を構築する

ための国民健康保険法等の一部を改正する法律」に都道府県は国民健康保険事業の

健全な運営について中心的役割を果たすものと明記されたことを受け、今後、保険

料格差の解消や事務の効率化・標準化など、制度の広域化等に向けて具体的な調整

を行うにあたっては、市町の意見を十分尊重し協議すること。 

さらに、国に対しては、法改正により国の責任が明確になったことから、国民健

康保険制度の安定化に向けて、引き続き財政支援について強く要請すること。 



（第４）地域医療保健の充実強化に関する提言について 
 

 地域医療保健の充実強化を図るため、次の事項について措置を講じるよう強く要

請する。 

 

１．地域医療における医師確保対策等について 

（１）医師確保対策等について 

国においては、平成２７年度予算において医師確保対策として①専門医に関

する新たな仕組みの構築に向けた支援、②女性医師が働きやすい環境の整備、

③へき地などの保健医療対策の推進などを行うこととしている。 

また、医師と同様に、看護師・助産師等の医療従事者についても養成・確保

を図ることが重要視されている。 

県においては、これらの対策を含め早急に医師や看護師等の不足、配置偏在

を是正するための実効ある施策及び十分な財政措置を早急に講じるよう国に働

きかけること。 

 （資料 4-1参照） 

                      

（２）長崎県離島医師確保補助金等について 

県においては、「長崎県離島・へき地医療支援センター」を設置し、県職員と

して採用した医師を常勤医師として派遣するなど、離島医師確保対策を進めてい

るが、県の事業である「長崎県離島医師確保補助金」について、平成２０年度か

ら減額が行われている。 

また、二次救急医療体制を担う病院群輪番制病院における医療提供体制整備等

のための「医療提供体制推進事業費補助金」についても、減額が行われている状

況である。               

ついては、離島における医師確保対策及び地域医療提供体制を確保することの重

要性を認識し、適正な補助額の確保を図ること。 

 

（３）新たな医師養成・派遣システムの早期実現について 

県において検討されている「新たな医師養成・派遣システム」の早期実現や、

長崎大学の「へき地病院再生支援・教育機構」への支援強化を図ること。 

 

（４）啓発事業の実施について 

   重篤患者の措置の遅延や、勤務医の過重な疲弊を招かないよう、県民が安易に

救急部門を受診することなく、自らの症例に応じた適正な医療機関の選択・利用



を図るための啓発事業を実施すること。併せて休日・時間外の医療相談体制の充

実を図ること。 

 

（５）有床診療所化への支援について 

   国において示された公立病院改革ガイドラインによると、公立病院を縮小して

診療所化する内容が盛り込まれているが、診療報酬の改定により有床診療所が無

床診療所となっている状況にある。有床診療所は、地域医療において不可欠な役

割・機能を有しているため、有床診療所化しても運営が成り立つように診療報酬

や医師確保等の対策を講じるとともに、地方交付税所要額を確保するよう国に働

きかけること。 

 

（６）医師派遣体制の整備について 

   長崎県病院企業団については、医師確保による医療水準の維持向上を目的とし

ていることから、県においては、引き続き養成医の配置を行い、併せて医師派遣

体制の整備に努めること。  

 

（７）看護職員に対する支援体制の整備について 

   県においては、看護職員の計画的な育成、確保、定着及び資質向上が図られる

よう、育成機関の充実や育児休暇後の円滑な職場復帰等、労働環境の整備など適

切な措置を講じるよう努めること。 

 

（８）医療計画における基準病床数算定について 

   医療計画における基準病床数は、国で定めた全国一律の基準により算定されて

いるが、その算定にあたっては、地域の実情、特に、県外流出入院患者数が多い

という離島・山間地域における特殊事情が十分に反映されていないことなどの理

由から、既存病床数が基準病床数を上回る結果となり、今後の病院整備計画にも

支障をきたし、地域医療の充実が図れない状況である。 

よって、医療計画の策定者である県においては、離島振興法第１０条第８項の

規定も踏まえたうえで、離島・山間地域における医療の特殊事情をはじめとする

地域の実情を考慮して基準病床数の算定方法の見直しを図ること。併せて、地域

医療ビジョン策定にあたっても、地域の実情を勘案し策定に努めること。 

 

 

 

                                 



２.特定不妊治療について 

近年、女性の社会進出による晩婚化に伴い、不妊治療を受ける人が増加してい

る。不妊の原因を突きとめる検査等は医療保険が適用されるが、特定不妊治療は、

医療保険の適用外で自己負担は高額を要しているため、医療保険の適用対象とす

るよう制度の見直しを国に働きかけること。 

（資料 4-2参照） 

 

 







（第５）福祉施策の充実強化に関する提言について 
 

 福祉施策の充実強化を図るため、次の事項について、特段の措置を講じるよう国

へ強く働きかけるとともに、積極的な措置を講じるよう強く要請する。 

 

１.乳幼児福祉医療費制度の創設について 

各都道府県の要綱等に基づき実施している乳幼児福祉医療費制度は、自治体間 

で対象年齢や助成額にばらつきがある。 

この制度は少子化対策として、子どもを安心して生み育てられる社会づくりの 

ために不可欠な制度として定着していることから、住んでいる自治体によって制

度格差が生じないようにし、また、全ての子どもたちが全国一律に安心して医療

を受けられるよう、国の制度として創設すること。 

 

２.私立幼稚園耐震補強工事補助制度の拡充について 

  私立幼稚園への耐震補強工事への補助制度について、幼児が一日の大半を過ごす

幼稚園の耐震化が推進するよう、国の補助に６分の１の継ぎ足しを行っている補助

制度を次年度以降も継続するとともに、耐震化に対する助成制度を拡充すること。 

 

３.病児・病後児保育事業に係る補助金交付要綱の見直しについて 

平成２１年度より、病児・病後児保育事業に係る国の補助金交付要綱が変更され、

これまでの定員に基づく定額補助から利用人数により補助額が変わるように基準

の見直しが行われた。 

その後、平成２２年度から補助基準額が見直されたが、それでも依然として、利

用者が少ない施設においては、病児・病後児保育事業の実施が困難となっており、

少なくとも平成２０年度までの補助金の額を下回らないように交付要綱の見直し

を行うこと。 

 

４. 子ども・子育て支援新制度に係る県補助金の財源確保と必要額の交

付について  

「子ども・子育て支援新制度」において、市町が実施する地域子ども・子育て支

援事業に係る財政措置について、市町に過剰な負担を強いることがないよう、各年

度の予算編成において十分な財源を確保すること。 



（第６）介護保険制度に関する提言について 
 

 介護保険制度が将来にわたって公正かつ安定的に運営されるため、次の事項につい

て、国に対して積極的に検討を加えるよう強く働きかけること。 

 

１.第１号被保険者の保険料について 

第１号被保険者の保険料がこれ以上過重な負担とならないよう、国の責任におい

て、財源構成を含め、財政的な対策を講じること。 

（資料 6-1参照） 

 

２．グループホーム等小規模な事業所の防災体制の拡充について 

   国において一定の見直しがなされているが、以下の項目について要請する。 

 

（１）事業所の負担を軽減するため、スプリンクラー設置の補助額の拡大を図ること。 

 

 
 
 

 





（第７）九州新幹線等の整備促進に関する提言について 
 

  九州新幹線等の整備を促進することにより、県内の経済発展と地域活性化を図るた

め、次の事項について早急に措置を講じるよう強く要請する。 

             （資料 7-1参照） 

  

１.九州新幹線西九州ルートの着実な整備について 

九州新幹線西九州ルートについては、平成２４年６月に、武雄温泉～長崎間を、

標準軌（フル規格）により整備する内容の認可がなされ、現在、用地買収やトンネ

ル・橋梁工事などが進められている。 

地元において果たすべき役割については努力を惜しまない所存であるので、次の

事項について国に強く働きかけること。 

（１）武雄温泉～長崎間の着実な整備を図ること。 

（２）フリーゲージトレインの実用化に向けた技術開発の促進を図ること。 

（３）肥前山口～武雄温泉間の複線化の着実な整備を図ること。 

（４）公共事業の重点的配分等による建設財源の安定的確保及び地域負担制度の軽減

を図ること。 

 

２. 県下幹線鉄道の整備改善について 

（１）九州新幹線西九州ルート整備に当たっての提言について 

九州新幹線西九州ルートの整備に際しては、ＪＲ佐世保線を新幹線鉄道直通線

同等のものと位置付け、佐世保線の全線複線化など整備改良及び大村線の輸送改

善のため次の事項の実現に努めること。また、これらの財源についても特段の配

慮をすること。 

①  フリーゲージトレインの佐世保市への乗り入れを含むＪＲ佐世保線の輸送改 

善について 

九州新幹線西九州ルート（長崎ルート）の開業までに、佐世保市へのフリーゲ

ージトレイン乗り入れ実現に向けた佐世保線の整備改良を行うため、その運行が

可能となるよう調査及び実証運行等の実施を行うこと。 

② フル規格新幹線鉄道網への直通運行について  

将来、長崎市～福岡市間にフル規格の新幹線が運行されるようになったときに

は、佐世保市にもフル規格新幹線鉄道網への直通運行ができるように努めること。 

③ 佐世保線及び大村線における改善点について 

佐世保線及び大村線における輸送改善を行い列車の表定速度の大幅改善を行う

こと。 



④ 在来線の整備財源について  

在来線の整備に対する自治体負担軽減のため、在来幹線の高速化を図る事業

の補助率の嵩上げを行うこと。 

 

（２）佐世保線等整備検討委員会について 

「佐世保線等整備検討委員会」において、佐世保線の全線複線化など整備改良

及び大村線の輸送改善方策の一定の合意が早急に得られるよう特段の配慮をする

こと。 

 

３.ＪＲ長崎本線連続立体交差事業の促進について 

本事業は、踏切除却による交通混雑の緩和を図るとともに、長崎駅周辺のまちづ

くりを進める上で必要不可欠な事業であるため、その早期整備を図ること。 

 

４. 地域鉄道の施設整備に対する確実な支援について 

平成２３年度より「地域公共交通確保維持改善事業」が創設され、地域鉄道の施

設整備に対する支援が継続されているが、今後も鉄道施設の整備は不可欠なもので

ある。 

そのため、施設整備の補助制度においては、必要な予算を確保され、国の要綱に

定める補助率上限での確実な支援並びに国庫補助率の嵩上げ及び地方負担に係る財

政措置の拡充等、支援策の充実を図るよう国に強く働きかけること。 





（第８）高速道路網等の整備促進に関する提言について 
 

  高速道路網等の整備を促進することにより、産業の活性化や地域振興を図るため、

次の事項について早急に措置を講じるよう強く要請する。 

  （資料 8-1参照） 

 

１.道路網の整備について          

（１）高規格幹線道路の整備について 

① 西九州自動車道の整備促進 

西九州自動車道は、九州の中心都市である福岡市と九州北西部地域を直接結び、

本地域の活性化を図るうえで不可欠であるので、次の事項について特段の措置を

講じること。 

ア 松浦佐々道路（松浦ＩＣ（仮称）から佐々ＩＣ）の早期供用開始に向けた事

業促進 

イ 伊万里松浦道路（伊万里西ＩＣ（仮称）から松浦ＩＣ（仮称））の早期供用開

始に向けた事業促進 

ウ 相浦中里ＩＣ～佐世保大塔ＩＣの４車線化の早期事業化  

 ② 九州横断自動車道の整備促進 

   九州横断自動車道長崎大分線は、日本の西端である長崎市と九州北東部地域

を直接結び、本地域の活性化を図るうえで不可欠であるので、次の事項につい

て特段の措置を講じること。  

 ア 長崎ＩＣ～長崎芒塚ＩＣの４車線化の早期事業化 

 

（２）地域高規格道路の整備について     

① 島原道路の早期整備 

南島原市深江町から諫早ＩＣ間を結ぶ島原道路は、本地域の活性化を図るうえ

で不可欠であるので次の事項について特段の措置を講じること。  

ア 島原市から諫早市間の早期整備、とりわけ島原市有明町から雲仙市吾妻町間

の一体的な早期整備 

イ 雲仙市吾妻町から諫早市小野町間の整備区間の早期整備 

ウ 諫早市小野町から長野町の調査区間の指定 

エ 一般県道諫早外環状線（長野町～貝津町）の早期整備 

② 島原天草長島連絡道路（深江～口之津）の早期事業化 

③ 口之津～愛野間の地域高規格道路の早期整備 

④ 長崎市と佐世保市を連絡する道路の早期実現 



本路線は、長崎県全体の産業、経済及び文化の活性化を図るうえで不可欠であ

るので次の事項について特段の措置を講じること。 

ア 西彼杵道路（佐世保市～時津町）の早期実現 

（ア）時津町日並から長崎漁港臨港道路（時津町野田）間の早期整備 

（イ）西海市西彼町大串から時津町日並間の早期事業化 

イ 長崎南北幹線道路（長崎市～時津町）の早期実現 

⑤ 諫早市と鹿島市間における地域高規格道路の早期整備 

⑥ 国道２０５号佐世保市～東彼杵町（東彼杵道路）の計画段階評価への早期 

着手    

 

（３）幹線道路の整備について 

幹線道路の整備については、交通渋滞の緩和等により沿線地域の社会・経済活

動に寄与するとともに交通ネットワーク形成等に不可欠なため、次の事項につい

て特段の措置を講じること。 

① 一般国道２０５号の早期整備 

ア  針尾バイパスの整備促進 

イ  現道の改良等 

② 長崎外環状線（新戸町ＩＣ～江川ＩＣ間）の早期着手 

③ 一般国道５７号の早期整備 

ア 一般国道５７号森山拡幅の雲仙市愛野町愛野大橋から尾崎交差点までの区間

の早期整備 

イ 一般国道５７号愛野・小浜バイパスの早期事業化及び愛野から小浜町までの

現道改良による機能強化 

④ 一般国道３４号の早期整備 

ア 大村市与崎～諫早本野間の早期事業化 

イ  大村拡幅の早期完成  

ウ  本野入口交差点（下大渡野町）改良事業の早期整備 

エ 諫早北バイパスの４車線化 

オ  日見バイパスの４車線化の早期事業化 

⑤ 一般県道大村外環状線（都市計画道路池田沖田線竹松工区）の早期整備 

⑥ 一般国道２０７号の早期整備 

ア 木床工区の早期完成 

イ 佐瀬地区の早期整備  

ウ 長田バイパスの延伸 

⑦ 一般国道２５１号吾妻愛野バイパスの早期完成 



⑧ 一般県道諫早外環状線(都市計画道路破籠井鷲崎線)の早期整備 

ア  一般国道２０７号長田バイパス交差部から一般国道３４号 

⑨ 一般国道２０２号福田バイパスの早期事業化 

⑩ 一般国道４９９号の整備促進 

⑪ 一般国道３８２号の整備促進 

⑫ 主要地方道佐世保日野松浦線・一般県道佐世保世知原線 

  （椋呂路［仮称］・板山［仮称］トンネル）の整備促進 

⑬ 主要地方道野母崎宿線の整備促進 

⑭ 主要地方道厳原・豆酘・美津島線及び桟原・小茂田線並びに上対馬豊玉線の整

備促進 

 

（４）架橋の実現について 

  架橋は、地域の経済・文化・医療さらに教育の向上等に不可欠なため次の事項

について特段の措置を講じること。 

①  九州西岸軸構想の中核となる島原・天草・長島架橋構想の推進 

②  五島連絡橋建設のための調査事業の実施 

③  嫦娥三島大橋と原島大橋架橋の実現 

④  松島架橋の早期実現  

 ⑤  大村湾横断道路構想の推進 

（資料 8-2参照） 

 

２. 道路環境の維持管理について 

国及び県が管理する道路は、地域間の対流を生み出す広域的な連携を支え、市

街地の顔を形成する役割も担っているが、年間を通じた適正な道路環境の確保が

できていない状況にあり、地域住民の歩行、車両通行時の障害などの交通安全上

の課題や市街地景観上の課題がある。 

本県においては、対流促進こそ地方創生の最たる手段であり、島原半島ジオパ

ーク、教会群などの世界遺産登録、統合型リゾート（ＩＲ）誘致などを見据え、

来県された観光客に対しおもてなしの心を持った道路空間を確保するため、年間

を通じ定期的な除草や剪定を実施すること。 

 

３.港湾の整備促進について 

港湾は、産業活動・生活を支える基幹的な社会資本であり、国際競争力強化、産

業再生、観光振興等を進めていくためには、施設の維持管理を含め港湾の整備が不

可欠であるため、整備費の縮減を行わず、必要な港湾整備事業費の所要額を確保し、



重要港湾及び地方港湾の整備促進を図ること。 

・重要港湾（長崎港、佐世保港、厳原港、郷ノ浦港、福江港） 















（第９）農林水産業の振興に関する提言について 
 

  農林水産業の振興を図るため、次の事項について早急に措置を講じるよう強く要

請する。 

 

１. 農業の振興対策について 

（１）経営所得安定対策について 

集落営農の組織化には、地域農業を支える中心的政策である経営所得安定対策

の制度拡充は有効な取り組みである。 

   同対策は、水田地帯では水稲の自発的減産や飼料米・地域特産品野菜等の転作、

畑地帯では国の戦略産物である麦・そば・大豆等の作付けに助成する制度となっ

ている。また、市町は、関係機関で構成されている協議会が実施要綱で定めてい

る役割に基づき、交付金の手続き等大きい事務負担を担っている。 

   県は、国へ、土地利用型作物の生産が困難である中山間集落を多く抱える長崎

県の状況を踏まえ、地域の営農形態に合った制度対象作物の拡充を図るとともに、

農家が安心して加入できるよう制度を法制化し、市町の事務の負担軽減を図るよ

う働きかけること。 

 

（２）農業農村整備事業の安定的な予算の確保について 

   安定した効率的な食料体制を図るための農業生産基盤の整備や関連施設を適

正に管理するための農業農村整備事業については、計画的かつ円滑な事業実施の

ため、当初予算での必要額の確保を図るよう国に働きかけること。 

 

（３）農業災害補償制度における国庫負担について 

農業を取り巻く情勢は、消費の低迷により価格が低下するなど、依然として大

変厳しい状況にあることに加え、近年、地球温暖化・局地的豪雨など異常気象に

よる農作物の被害、イノシシ等による鳥獣被害も年々増加しているため、農業共

済掛金の国庫負担割合を現状のまま堅持するよう国に働きかけること。 

 

（４）有害鳥獣被害対策について 

イノシシ被害については、農作物だけでなく生活環境へも及ぶなど、ますます

被害が拡大している。 

県においては、重点事業と位置づけ、対策を強化しているところであるが、イ

ノシシの捕獲頭数の増加によって、単独自治体での取り組みでは効率も悪く限界

があることから、処理加工施設、射撃場建設の検討など、広域的かつ総合的な被



害防止体制の充実強化を図ること。 

また、イノシシ対策に関して、県単独補助事業による捕獲報奨金制度を継続す

るとともに、国の捕獲経費補助を堅持するよう働きかけること。 

さらに、近年アライグマやアナグマ等による農作物被害も急増していることか

ら、県単独補助事業で捕獲報奨金制度の新設を図ること。 

（資料 9-1参照） 

 

（５）農業用機械及び施設の更新や長寿命化に係る支援について 

   共同利用の農業用機械及び施設については、新規導入時の支援だけでなく、既

存事業で導入した施設・機械等の更新や長寿命化についても、例えば、今後１０

年程度の地域農業維持が可能であることなどの要件を付して補助事業の対象とす

ること。 

 

２.水産業の振興対策について 

（１）トラフグ養殖業の保護について 

近年、フグ食が禁止されている中国から輸入される安価な養殖トラフグの供給

過剰に伴い国産トラフグの価格下落を招いてきた。現在、ピーク時の輸入量から

大幅に減尐はしているものの、依然として国産養殖トラフグの価格に影響を及ぼ

しておりトラフグ生産者にとって厳しい状況は続いている。こうした状況を踏ま

え、国内のトラフグ養殖業を保護するため、中国でのフグ食の解禁を働きかけ、

中国国内におけるフグの消費拡大につなげること。 

併せて、フグの輸出促進並びに県内・県外の消費者に向けたフグの販売促進お

よび消費拡大への支援を行い、養殖業者の経営安定を図ること。 

 

（２）放置船等に関する対策について 

船舶等が放置されることによる漁業活動や環境、景観等への影響が懸念される

ため、次のような対策及び制度の充実を図ること。 

①  海上保安庁との連携により放置船等に対する監視・罰則の強化 

②  漁船登録時における廃船処理に関する費用預託や誓約書の提出 

③  登録抹消や変更登録等の申請時における当該船舶の確実な状況確認 

④  日本小型船舶検査機構と自治体との情報共有化の構築 

⑤  船舶購入時における登録制度の強化（係船許可証明、所有後の船舶売買の報

告義務等） 

（資料 9-2参照） 

    



（３）漁業就業者対策の充実について 

① 漁業就業者の減尐と高齢化の進行により安定的な水産物供給と漁村の活力維

持に懸念が持たれていることから、新規漁業就業者の受入体制整備、円滑な着業

促進及び着業後のフォローアップ等の漁業就業者対策の充実を図ること。 

② ２１世紀の漁業担い手確保推進事業の事業メニューのうち「技術習得支援事  

業」について、１年間を超えて主として漁業に継続して従事した者についても支

援の対象とするよう条件緩和すること。     

③ 「漁業就業者確保・育成対策事業」の新規漁業就業者研修期間終了後は、漁船

取得など過大な出費があり、自らの漁業収入では生計が成り立たず、漁業を断念

する就業者も尐なくないことから、新規漁業就業者へ期限を定めた給付金（経営

開始型）の支援制度を創設するよう国に働きかけること。 







（第１０）地域経済の活性化に関する提言について 
 

地域経済の活性化を図るため、次の事項について強く要請する。 

 

１.企業立地促進のための支援措置について 

地方税を減免した自治体への普通交付税の減収補てん措置に関し、補てん措置の

対象となる資産に償却資産（機械及び装置）を追加するよう国に働きかけること。 

（資料 10-1参照） 

 

２. 県営工業団地の整備について 

大規模な工業団地については、県が主体となって、各市町と連携を図りながら整

備すること。 

また、その他の工業団地について、市町が整備する場合についても、現行の県補

助の拡充など、更なる財政支援を行うこと。 

 

３.街なみ環境整備事業に係る補助制度の見直しについて  

県では、長崎県美しい景観形成推進条例に基づき、美しいまちづくりを推進して

いる。この推進に当たっては、長崎県街なみ環境整備事業補助金を制定し、市町に

対し補助しているが、この補助に係る要件は、美しいまちづくり重点支援地区の認

定から７年以内で、かつ、１地区当たり１億円を上限としており、現在、認定を受

け事業実施中の市町においては既に上限に達しているため、平成２５年度から補助

を受けてない。 

美しいまちづくりは、市街地や集落の個性的で魅力ある景観を保全し、生活空間

及び観光資源としての「まち」の魅力を高めるとともに、地域への定住促進及び交

流人口の拡大に大きく寄与するため、補助対象期間の延長及び補助金上限額の上乗

せ等、補助制度の見直しを行うよう要請する。  

 

４．Ｖ・ファーレン長崎への支援について 

  全県をホームタウンとするＶ・ファーレン長崎に対する更なる支援に取り組み、

県民を挙げての応援環境づくりを推進するため、次の項目について要請する。 

（１）県内全市町で構成する「Ｖ・ファーレン長崎自治体支援会議」にて、長崎県が

中心的な役割を担い、県内各自治体の連携を推進し、Ｖ・ファーレン長崎を県内

自治体全体で応援する取り組みを図ること。 

（２）Ｖ・ファーレン長崎と自治体が連携し、Ｖ・ファーレン長崎の地域貢献活動等

を広く県内に展開するため、県内自治体の窓口としてＶ・ファーレン長崎との連



携を図ること。 

（３）県民応援ＤＡＹを県内自治体の観光・物産のＰＲの機会とするなど、県内自治

体及び県民が広く参加できるイベント等の実施を図ること。 

（資料 10-2参照） 









（第１１）学校教育の充実に関する提言について 
 

 学校教育の充実を図るため、次の事項について特段の措置を講じるよう強く要請

する。 

 

１.全学年尐人数学級編制と尐人数指導のための教職員の加配措置の拡

大について 

きめ細かな指導の充実や豊かな個性と創造性に富んだ人材を育成するため、次の

事項について適切な措置を講じること。 

（１）尐人数学級編制について対象を現在の小１・２・６、中１の４学年から、全学

年に拡充するとともに、小学１、２年生を３０人学級、その他の学年は３５人学

級を実現すること。 

（２）尐人数指導のための加配教員の中から尐人数学級編制のための教員（担任）と

して、補充・配置されたことによる、減尐した教職員の加配措置を拡大すること。 

（３）複式学級の解消、あるいは編制基準の引き下げに伴う教職員を増員すること。 

 

２.尐人数学級編制に伴う財政支援措置について 

尐人数学級編制実施のための学校施設等の整備について県独自の財政支援措置

を講じること。 

 

３.派遣指導主事の配置について 

   各市においては、合併による学校数の増加や教育事務所の廃止に伴う指導業務及

び事務量の増大に対応し指導主事を増員しているが、各市の財政負担が大きくなっ

ている。ついては、県教育委員会から派遣指導主事を各市へ配置するなど人的な支

援措置を講じること。 

（資料 11-1参照） 

         

４.養護教諭の配置について 

  分校及び３学級未満の本校においては、養護教諭が配置されておらず、専門以外

の担任等が保健業務を担う状況にあるため養護教諭の配置を行うこと。 

  特に未配置の本校及び島部にある分校については優先的に配置を行うこと。 

  

５.学校事務職員の配置について 

  分校及び４学級未満（中学校においては３学級未満）の本校においては、事務職



員が配置されておらず、教頭が本来の職務に加えて教科も持ちながら学校事務を行

っている状況にあるため、事務職員の配置を行うこと。 

 

６．小中学校における「教育相談員、スクールカウンセラー（ＳＣ）、

スクールソーシャルワーカー（ＳＳＷ）」等配置に係る財政支援措置

について 
教育相談員に関しては、現在、県においては、対策が図られているものの、高度

な資格が必要とされ、かつ、尐ない人員配置のなかでの活動のため、ふれあう時間・

回数も限られ、相談を必要とする児童・生徒の多くが心を開いて相談できるまでの

信頼関係を構築することは困難な状況であり、各市においては、高度な資格を要し

ない相談窓口として「心のケア教育相談員」等を単独事業として配置している。 

ＳＣ、ＳＳＷに関しては、現在、県の派遣事業を活用し、不登校対策等において

大きな成果をあげている。市町によってはこのような資格を有する人材の確保が難

しい状況にあり、県のＳＣ、ＳＳＷの派遣事業を拡張し、配置を増員すること。 

また、県において策定された、いじめ防止基本方針では、いじめの防止の対策に

専門的知識を有する者の確保のため、必要な措置を講ずることが盛り込まれた。 

県においては、こうした現状に応じた財政支援措置を講じること。 

（資料 11-2参照） 

 

７．学校栄養職員・栄養教諭の配置について 

学校栄養職員等の配置基準定数による配置では、職員は複数の学校を担当せざる

をえない現状があり、食に関する指導に十分力を果たせない状況にある。 

各学校における食育を充実させ、また、喫緊の課題である食物アレルギー対応等

を適切に行えるようにするため、加配措置により配置を増員すること。 

 

８.学校図書館充実のための財政支援措置について 

    図書館教育をはじめとする読書に関わる教育の充実のために、学校図書館法（昭

和２８年法律第１８５号）附則第２項及び学校図書館法附則第２項の学校の規模を

定める政令（平成９年政令第１８９号）の規定により、１２学級以上の全ての学校

に司書教諭の資格を持つ教諭を配置されたところだが、１２学級未満のすべての

小・中学校においても司書教諭の配置を行うこと。 

   また、大部分の市においては補完的措置として、市費により学校図書館に、司書、

学校司書、図書館支援員等を配置しており、これに対して国は、平成２４年度から

１週当たり３０時間の職員をおおむね２校に１名程度配置できるよう財政措置を

講じたところであるが、これを上回る配置をしている市及び予定している市がある

ため、上記司書教諭の配置が行われるまでの間、各市の配置状況を鑑みた支援を行



うこと。 

（資料 11-3参照） 

 

９.長崎県中学校体育連盟及び長崎県中学校文化連盟への財政支援につ

いて 

（１）長崎県中学校体育連盟への県の補助金については平成２０年度に減額された後、 

従前の水準まで回復していない状況である。長崎県中学校体育連盟の財政運営の厳

しさを鑑み、平成２２年度の郡市分担金については増額したところであり、中学生

の健全な育成のためには、県と市が連携して推進すべきものであることから、県に

おいては、長崎県中学校体育連盟への補助金を増額すること。 

（資料 11-4参照） 

 

（２）長崎県中学校文化連盟が更に充実・発展するためには十分な助成が必要である。

長崎県中学校総合文化祭の充実及び活性化を図るため、また、県代表として九州大

会・全国大会に出場する際の実費補助のため、県においては十分な財政的支援を行

うこと。 

（資料 11-5参照） 


















